お・知・ら・せ

information

アクシスかつらぎ
臨時休館のお知らせ

9 19（月）

※９月１９日（月）は、館内施設点検
のため臨時休館します。それ以
外の休館日は予定どおりです。
問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

地域で育てる子育て講演会
ミニコンサートと講演会の二本立
てです。みんなで、地域ぐるみの子
育て、考えてみませんか。
●日 時 １０月３０日（日）１３：３０〜
１６：００
●会 場 韮山時代劇場
●対 象 どなたでも（入場無料）
●内 容
ミニコンサート：小林教子、戸畑リ
オ、大村奈緒美による歌とピアノ
講演会：講師 漫画家・高野優
●申込み 社会教育課へ電
話でお申し込みください。
（定員になり次第締切）
●その他 託児あり
（要事前申込み：定員にな
り次第締切）
●問合せ 社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９
イラスト：「高野優の
おひさまランドセル」
（講談社刊）

ザ・ニュースペーパー公演
最新ニュースや社会現象を笑いで
表現する社会派風刺コント集団。晩
秋の爽やかな季節に心の底から笑っ
てみませんか。
●日 時 １１月３日（木）
①１４：００〜 ②１８：３０〜
●会 場 韮山時代劇場（全席指定）
５００円、高校生
●チケット 大人２，
以下１，
０００円（税込み）※未就学
のお子さんは入場できません。
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

アクシス クリスマスコンサート
ビック・バンドによるクリスマス
ジャズコンサート。皆さん、お誘
い合わせてご来場ください。
●日 時 １２月１８日（日）１７：００〜
●会 場 アクシスかつらぎ（全席指定）
●出 演 原信夫とシャープス＆フ
ラッツ、特別ゲスト：雪村いづみ、
司会：長沢純
０００円、Ａ席
●チケット Ｓ席４，
３，
０００円（税込み）※未就学のお
子さんは入場できません。

※９月１６日（金）からチケット発売開始
●問合せ アクシスかつらぎ 電話
０５５‐９４８‐０２２５

成人式出席者 募集
新成人の皆さん、成人式に参加し
ましょう。参加希望の人は、はがき
に「成人式出席希望」と明記し、出
席する会場の地区名、氏名、性別、
生年月日、住所、電話番号を記入し、
１１月２５日（金）までに郵送くださ
い（※転出等で住所変更した人は連
絡可能な住所、電話番号を記入して
ください）。はがきを郵送した人は、
式典出席者とさせていただきます。
後日、社会教育課から連絡します。
●日 時 平成１８年１月８日（日）
１０：００〜１２：００（受付９：１５〜）
●会 場 伊豆長岡地区：アクシス
かつらぎ、韮山地区：韮山時代劇場、
大仁地区：大仁市民会館
●対 象 昭和６０年４月２日〜昭
和６１年４月１日生まれで伊豆の国
市に住民登録がある人、または中学
卒業時まで市内に住んでいた人
●その他 新成人の中から、成人式
を企画・運営する実行委員も募集し
ます。伊豆長岡、韮山、大仁各地区
１０人程度、１１月から活動開始予
定です。 ※実行委員の募集締切は
９月３０日（金）まで
●申込み・問合せ 〒４１０‐２１９２伊
豆の国市四日町２４３ 社会教育課
電話０５５‐９４９‐６８０９

に参加してくれる人を募集します
（※当市韮山地区は、義の犬士・犬川
荘助の生誕の地とされています）。
●日 時 １０月１６日（日）
●会 場 千葉県館山市・北条海岸
●募 集 犬川荘助役・１人
●資 格 ①伊豆の国市内在住ま
たは勤務・通学している人、②当日
衣裳を着て、市内約２kmのパレー
ドを行える健康な人、③当日の行
事に参加できる人、④性別不問、
①〜④すべての条件を満たす人
●申込み ９月２６日（月）までに住
所・氏名・連絡先電話番号・職業・年
齢・身長・性別を明記しハガキ（当日
消印有効）またはＥメールで
●問合せ 〒２９４‐８６０１千葉県館
山市北条１１４５‐１館山市観光立市
推進課内「八犬士係」
Ｅメール kankou@city.tateyama.chiba.
jp 電話０４７０‐２２‐３３４６

障害者就職面接会
９月は「障害者雇用支援月間」で
す。障害を持った人が一人でも多く
就職できるよう就職面接会を開催し
ます。ぜひお越しください。
●日 時 ９月２２日（木）１３：３０〜
１６：００
●会 場 みしまプラザホテル
２階「サロンアングレ」
●問合せ 三島公共職業安定所・障
害者担当 電話０５５‐９８０‐１３０２

１０月１７日（月）から、伊豆箱根
鉄道駿豆線修善寺駅前にハローワー
不動産の無料相談会
不動産鑑定士が、いろいろな相談
ク（職業相談窓口）を開設します。
を無料で行います。申し込みは必要
伊豆地域在住の人のために、求人検
ありませんので、お気軽にどうぞ。
索用パソコンの設置、地元求人情報
●日 時 １０月７日（金）１０：００
の受付・掲示などを行いますので、
〜１６：００
ご利用ください。
●会 場 沼津市役所１階会議室
●名 称 伊豆市地域職業相談室
●内 容 鑑定評価、価格、賃料、 ●所在地 伊豆市柏久保６０３‐１
売買、交換、借地、借家、相続、贈 （修善寺駅より徒歩２分）
与、その他土地に関すること
●営業時間 ８：３０〜１７：００
●問合せ （社）静岡県不動産鑑定士
●休 日 土・日・祝日・年末年始
協会 電話０５４‐２５３‐６７１５
●問合せ 三島公共職業安定所・庶
務課 電話０５５‐９８０‐１３００

合同難病医療・生活相談会

市では、守山周辺の道路や小公園
等の環境整備に市民の意見を生かす
ため、地域住民や歴史愛好者など、
多くの皆さんの意見をお聞きするワ
ークショップ（守山周辺の景観整備
を考える会）を開催します。
（３回程度）
●期 間 １０月〜１２月
１回目：土曜日１３：００〜１７：００
２回目以降：平日１９：００〜２１：００
●定 員 ４０人程度
●資 格 伊豆の国市在住または伊
豆の国市内に勤務・通学している人
●申込み ９月３０日（金）までに電
話かＦＡＸでお申し込みください。
●問合せ 都市計画課 電話０５５‐
９４８‐２９０９ ＦＡＸ０５５‐９４８‐１１６９

県内病院の医師等が、難病に関す
る相談等を無料で行います。
●日 時 ９月２５日（日）１３：００
〜１５：３０（※受付１４：００まで）
●会 場 県東部総合庁舎内・東部
保健所
おうしょく
こうじゅう
●内 容 リウマチ、黄色 ・ 後縦
じんたいこっかしょう
こう
靱帯骨化症、てんかん、肝臓病、膠
げんびょう
原病、神経難病、生活・福祉相談
●問合せ 東部保健所 電話０５５‐
９２０‐２１１２

滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」の
舞台・千葉県館山市では毎年、南総
里見まつりを実施しています。そこ
で、八犬士生誕の地とされる全国各
地より、八犬士に扮して武者行列等

１５：００は、電話による相談も受け
付けています（祝日休み）
●申込み・問合せ 県不妊専門相談
センター（※上記電話相談日のみ）
電話０５５‐９９１‐２００６

伊豆市地域職業相談室 開設

守山周辺の景観を考える会

南総里見まつり 八犬士募集

療に関する無料相談に応じます。
●その他 毎週火・金曜日１０：００〜

不妊で悩んでいる人へ
不妊専門です。気軽にご相談くだ
さい（面接相談は要予約）。
●日時と会場
①毎月第２・第４金曜日１０：００〜１
５：００（県男女共同参画センターあ
ざれあ・静岡市）
②１１月、平成１８年２月の第３金曜
日１０：００〜１５：００（県不妊専門相
談センター・三島市谷田）
●内 容 専門家が不妊の悩みや治

＜３＞

東部養護学校「学校公開」
東部養護学校では、地域の人を対
象に学校公開を行います。障害のあ
る子どもたちががんばっている姿を
ぜひご覧ください。
●日 時 １０月４日（火）１０：００〜
１２：００（受付９：５０〜）
●会 場 県立東部養護学校
●申込み・問合せ 障害児（者）総
合教育支援センター「ひまわり」
電話０５５‐９４９‐２３０９

広報１
５日号の上手なつづり方
「広報１５日号を、１日号と一緒に
保存したい！」という声にお応えして、
つづり方の参考例を市のホームページ
に掲載しました。ご参照ください。

http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/
008kouhou/008kouhou-15.pdf

